
兵庫県立図書館がお伝えしたい情報をあなたに届けます！
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兵庫県立図書館では、年間を通じ講座や展示を行っています。
講座では、人物史を中心とした連続歴史講座、ひょうご五国の城講座といった人気

のものから、明石公園内の植物探検のように親子で楽しめる講座、ランニングや脳を
鍛える歩き方など実際に体を動かす講座、さらには図書館寄席など様々なテーマを用
意しています。
展示では、本を並べるだけではなく、関係するポスター、グッズなども合わせて展
示しています。
あなたの「もっと知りたい！」を応援します。３月以降の講座・展示について次の
ページに紹介しています。ぜひご来館ください。
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展示

阪神タイガース85年の歴史

大阪万博 人類の進歩と調和～いのち輝く未来社会のデザイン

ビジネス支援

明石高校美術科作品展

講座・イベント一覧

5月ー 8月 参加無料！

連続歴史講座 人物史
（明治維新 ～ 立憲政治の確立）

●10:30～12:30（受付10:00～）

●昨年も好評であった連続歴史講座。今

年も藤井先生から人物裏話が聞けます。

詳細な資料は今年も健在です。

法律講座

●13:30～15:00（予定）

●弁護士さんから直接お話を伺います。

今まで知らなかったアッと驚く情報が

手に入るかも知れません。

山陰ジオパークとコウノトリ

●13:30～15:00（予定）

●県立コウノトリの郷公園から講師をお

招きします。今回は山陰ジオパークに

ついてもお話します。はく製や実物大

パネルも来ます！

幼児向け絵本読み聞かせ講座
「くちばしのおれたコウノトリ」

●13:30～15:00（予定）

●県立コウノトリの郷公園の職員による

絵本の読み聞かせ講座です。くちばし

のおれたコウノトリはどうなってしま

うのか。ぜひ、当館でお聞きください。

ペーパークラフト

●13:30～15:00（予定）

●国立明石工業高等専門学校准教授東野

アドリアナ先生によるペーパークラフ

ト講座です。

図書館夏祭り

●10:30～16:00（予定）

●県立図書館で１日楽しんでいただくた

めのイベントです。詳細は後日お知ら

せします。

講座・イベントおよび展示の詳細や参加
の申込み方法については 当館ホーム
ページに順次公開します。お楽しみに！

大閲覧室 ～4/14

兵庫県の甲子園球場に本拠地を置く阪

神タイガースができて85年になります。

関連した当館の資料とともに、阪神タ

イガースの85年の軌跡を追った新聞記

事を展示しています。また、阪神甲子

園球場甲子園歴史館様からお借りした

名選手のバットやボール、ユニフォー

ムなども展示しています。

大閲覧室 ～9/15

1970年に開催された大阪万博。当時懐

かしのグッズや写真をはじめ、当館所

蔵の関連本を展示しています。また、

2025年大阪万博のポスターやチラシも

あります。1970年から2025年の間に日

本はどのように進歩したのか、その道

のりを振り返ります。

閲覧室２

日本政策金融公庫から寄贈を受けた18

冊と所蔵する約200冊のビジネス支援

関連図書の展示、貸出をしています。

コロナ禍で創業や事業継承に思い悩ん

でおられる方はぜひお立ち寄りくださ

い。

５月下旬 １階 第2研修室

１階ロビー（随時更新）

明石高校美術科の生徒作品を１階ロ

ビーにて展示しています。先日、新

しい作品と入替わりました。目を見

張る作品ばかりです。ぜひ、ご覧く

ださい。

７月下旬 １階 第２研修室

８月上旬 １階 第2研修室

８月下旬 １階 第2研修室他

６月中旬 １階 第2研修室

５月13日(木)、5月27日(木)

６月10日(木)、6月24日(木)

７月 8日(木) １階 第２研修室



敢闘賞

『アーモンド』
当館請求記号：929.1/122

著者：ソン ウォンピョン

出版者：祥伝社

出版年：2019.7

アーモンドというのは、扁桃

体の別名で、人間の感情を司っ

ている器官です。主人公は生ま

れつき他の人よりアーモンドが

極端に小さく、感情が感じられ

ない、という状態で生まれてきました。それが原因で、

主人公は数々の苦難に直面することになります。主人

公を取り巻く周りの人々、おもに家族があの手この手

で、主人公が普通に笑って、普通に泣いて、普通の人

として生きていけるように、様々なサポートをします。

その結果、主人公はどのように変わり、直面する苦難

をどのように乗り越えていくのか。

この本は私たちが当たり前だと思っていることが当

たり前でなく、いかに素晴らしいことかを教えてくれ

ます。

兵庫県立洲本高等学校 小畑 多希琉さん

敢闘賞

『きみの友だち』
当館請求記号：913.6/5619

著者：重松 清

出版者：新潮社

出版年：2005.10

登場人物である表紙に書かれ

ている松葉杖をついた恵美。彼

女は事故によって一生歩けない

体になってしまいます。ある日、

同じ病室であった由香と知り合

います。由香は病弱な体質ながら、常に笑顔で温和な

性格の持ち主です。２人は次第に固い友情で結ばれて

いくのです。

この物語は１つ１つの物語の主人公や時間軸が違い

ます。しかし、どの話も共通して２人の友情に触れる

ことで、自分の中で友だちのあり方や今後の生き方を

考えさせられる物語となっています。

最後に主人公や時間軸がバラバラだったお話が、今

まで明かされていなかった語り手の正体が明かされる

とともに１つにまとめあげられていきます。

兵庫県立須磨友が丘高等学校 安川 穂夏さん

準チャンプ本

『Ｒ帝国』

当館請求記号：X913.6/5618

著者：中村 文則

出版者：中央公論新社

出版年：2017.8

舞台は近未来の島国Ｒ帝国。

「朝、目が覚めると戦争が始ま

っていた。」という衝撃的な一

文からこの物語は始まります。

戦争を押し進める政府、支持す

る世論、そして戦争反対派の「Ｌ」、この３つが複雑

に関わり合って物語は進んでいきます。章ごとに別の

人の視点から描かれる方式で、主人公が１人ではあり

ません。その中の１人、矢崎は戦争に巻き込まれてし

まいます。果たして矢崎は世の中に真実を伝えること

ができるのか、世論を変え戦争を止めることができる

のか、そして、この国はどの方向に進んでいくのか。

ぜひ、確かめてください。

伊丹市立伊丹高等学校 西久保 涼葉さん

県立図書館からのおススメ

チャンプ本

『あの花が咲く丘で、君とまた出会
えたら。』

当館請求記号：X913.6/5620

著者：汐見 夏衛

出版者：スターツ出版

出版年：2016.7

この作品は現在に生きる中学

２年の主人公、百合が第二次世

界大戦終戦の少し前にタイムス

リップし、特攻隊員である彰と

出会うシーンから始まります。

百合は戦争はダメなことと認識していますが、特攻

隊員たちは国を救うために死ねるのは何と光栄なこと

と思っています。その価値観の違いに百合は葛藤しま

す。最後に思わず「えっ」と言ってしまうような誰も

予想だにしなかった結末を迎えます。そのあまりの衝

撃に目が離せなくなること間違いなしです。あなたは

その衝撃を目の当たりにする覚悟はありますか？

兵庫県立神戸甲北高等学校 畑 志帆乃さん

今回は、昨年12月26日(土)に行われました令和２年度兵庫県ビブリオバトル高校生大会で入賞した４冊をご紹

介します。当日のバトラーの発表を一部抜粋し紹介しています。大閲覧室のコーナーに置いていますので、ぜひ

手に取って読んでみてください。また、当館のYouTubeチャンネルにて入賞した各バトラーの発表を動画配信し

ています。こちらも合わせてぜひご覧ください。兵庫県立図書館YouTubeチャンネルはこちらから →



ふるさとひょうご情報室では兵庫県に関する資料を閲覧することができます。具体的にどのような資
料やコーナーがあるのか、ここで紹介します。さぁ、みなさんもご一緒にふるさとひょうご情報室へ。

(1) 郷土舞台・ゆかりの作家コーナー (2) フェニックス・ライブラリー

(3) 兵庫県に関する資料

開館時間：火曜日～日曜日 9:30 ～ 18:00

（毎月第３木曜日は休館日です。）

アクセス: JR明石駅または山陽明石駅から北へ約800ｍ

当館ホームページにも「 」は

アップしています。ご確認はこちらから→

兵庫県立図書館 TEL 078-918-3366 /FAX 078-913-9229

TEL 078-913-3377(調査相談)

ホームページ https://www.library.pref.hyogo.lg.jp/

第３回
ふるさとひょうご情報室には、どの
ような資料がありますか？

真っ先に目に飛び込んで

くるのがこのコーナーです。

手塚治虫、横溝正史、阿久

悠、平田オリザ、湊かなえ、

真山仁、塩田武士、有川ひ

ろなど作家の名前を挙げる

ときりがありません。小説な

ど手に取りやすい本があり

ます。

例えば、「郷土雑誌記事索引」にて記事名を「明石城」で検索すると、「武蔵も関わった

明石城と城下町築造の秘話」という記事が『歴史と神戸』332号に掲載されていること

が分かります。 また、「兵庫ゆかりの人物文献検索」では人物名を「小泉八雲」で検索す

ると小泉八雲が明治27年頃神戸で活動していたことを示す参考文献が出てきます。

このように、閲覧したい内容をあらかじめ検索しておくと、より効率よくふるさとひょうご情

報室をご利用いただけます。

入口から左手奥を見ると、

阪神・淡路大震災の資料が

そろっています。関連した本

はもちろんのこと、空中写真、

掲示用ポスター、避難所で

の配布物など、貴重な資料

を閲覧できます。

『兵庫教育』
229号

『VIKING』
（4,9,10号）

★ 県立図書館からもっと伝えたいこと

ふるさとひょうご情報室をご利用される前に、みなさまに見て頂きたいものがあります。それが、当館のホームペー

ジにある「ふるさとがわかるデーターベース」です。当館ホームページのトップページにある「調べる・相談する」をク

リックすると、一番下に登場します。ここでは、郷土雑誌の記事や兵庫にゆかりのある人物、阪神・淡路大震災に関する資料などを

検索することができます。

さらに奥に進んでいくと、約３万冊の兵庫県に関する様々な資料が出迎え

てくれます。歴史や地誌調査に必須の県史・市史。県内各市町の広報紙・

パンフレット・ポスター等の地域資料。一般に流通していない郷土雑誌・図

書まで。例えば、『兵庫教育』はその前誌の229号（明治41年）より、神戸

で創刊の文芸同人誌『VIKING』は4号（昭和23年）より、一部欠号はある

ものの現在まで継続して所蔵しています。閲覧されたい方はふるさとひょう

ご情報室までお問い合わせください。


